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例会日  木曜日  12：30～13：30   例会場  京都センチュリーホテル 

2014～15京都桂川RC 
会長ﾃｰﾏ 千田  適 

THE ROTARY CLUB OF  

RI DISTRICT 2650  
JAPAN CHARTERD  
AUGUST 21.1989 

京都桂川ロータリークラブ 

「ルクセンブルグ」 

撮影：松尾義平会員 

201４.７.１7 No.1181 Vol.25-3 
W E E K L Y  B U L L E T I N 

201４～201５ 

【姉妹クラブ】  
  台湾三重中央ロータリークラブ 

【友好クラブ】  
  札幌真駒内ロータリークラブ 

【提唱インターアクトクラブ】  
  京都府立洛西高等学校 

       インターアクトクラブ 

2014～15ＲＩＤ2650ｽﾛｰｶﾞﾝ 

 

-謙虚・誠実・精励- 
「ロータリーは心くばり」 

 北河原 公敬ガバナー 

-Ｌｉｇｈｔ Up Rotary- 

2014～15RIﾃｰﾏ 

「ロータリーに輝きを」 

 ゲイリーＣ.K.ホァンRI会長 

京都桂川ＲＣは創立25周年 



 

プログラム 

開会点鐘                                    12：30        

  ロータリーソング「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞｿﾝｸﾞ」 

 今日の歌「京都桂川ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ応援歌」 

  友愛の握手 

   ご来客のご紹介 

    会長挨拶 

    食事歓談 

    幹事報告・委員会報告・S.A.A.報告    

スピーチ  

 クラブ・デー 

 第１回クラブ討論会（会員増強）  13：00 
 

閉会点鐘  13：30 

第１１８１回例会 ２０１４年７月１７日（木） Vol.２５－３ 

◇例会臨時変更のお知らせ 

７月１８日（金）京都伏見ＲＣ 

７月２２日（火）京都東山ＲＣ 

７月２４日（木）京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ、京都西山ＲＣ 

７月３１日（木）京都北ＲＣ、京都ﾓｰﾆﾝｸﾞＲＣ  

 以上、ビジター受付は平常通り行われます。 

７月２３日（水）京都朱雀ＲＣ 

７月２４日（木）京都さくらＲＣ 

 以上、ビジター受付はありません 

１．７月１３日（日）「職業奉仕担当者研修会」

 が開催され、当クラブから髙橋職業奉仕委員長

 が出席されました。 

２．７月１９日（土）青少年グループ合同会議が

 京都ホテルオークラにおいて開催され、山本、

 内田、一口、万殿の各会員が出席されます。 

 「就任の挨拶」 

 

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2650地区 第3組ＩＭのご案内 
 

日 時： ８月１７日（日） 

 呈茶席 １１：００～１３：００ 

 受 付 １２：３０ 開会 １３：３０ 

 懇親会 １７：３０～ 
 

場 所： 京都ホテルオークラ 

ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ： 京都紫野ＲＣ 

 

ロータリー希望の風奨学金 
 

 この奨学金は、東日本大震災で両親（もしくは

片親）を亡くした大学生（短大生、専門学校生も

含む。）に対して、月額５万円を給付するもので

す。２０１１年にスタートしたプログラムで、２

６５０地区をはじめとして１３地区が参加し、現

在では１２２名に奨学金を給付するまでに至って

います。 

 京都桂川ロータリークラブも２０１１年度から

クラブとして賛同のうえで参加していますが、本

年度も過日の理事会でクラブとして会員全員に支

援をお願いすることを決定いたしました。 

 会員１名あたり１万円を寄付金として支援する

ことといたしましたのでご協力をお願いいたしま

す。 

内田会計 

児嶋親睦委員長 

千田戦略計画委員長 

末永奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ委員長 

田中R財団･米山委員長 

森25周年実行委員長 

上山ＳＡＡ 

◇前年度６月末で藤井

敏二会員が一身上の都

合により退会されまし

た。 

 創立25周年記念事業 

桂少年剣道クラブへの試合用の胴の贈呈 
 

７月８日（火）７時３０分より、千田会長、 

万殿幹事、森２５周年実行委員長、近藤会員、 

末永会員参加のもと、西京警察署３階道場にて 

中学生用５コ、小学生用５コの 

試合用の胴を寄贈致しました。 

早速、７月２９・３０日に日本 

武道館にて開催される第４９回 

全国道場少

年剣道大会

に京都府代

表の一チー

ムとして出

場する時に

着用されま

す。 

ガンバレ！ 

 



◇出席率報告◇ 

出席率報告『７月１０日』 （）内は出席免除会員 

会員数 ３０名（６名） 出席者 ２５名（４名）９６．４％ 

６月１９日例会ﾒｲｸｱｯﾌﾟ後の出席率 ８９．２％ 

ご来客４名  

THE ROTARY CLUB OF KYOTO-KATSURAGAWA 

  ７・８月の行事予定  

◆地区内行事 
 ７月１９日（土） 青少年ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同会議 京都ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ 
 12：30受付 13：00～16：30 
 ７月２７日（日） ﾛｰﾀﾘｰ・ﾘｰﾀﾞー ｼｯﾌﾟ研究会 
 第2650地区ＲＬＩ研修会 
 京都文教学園 9：45～17：00 
 ８月 ２日（土） 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団ｾﾐﾅ  ー  
 立命館大学朱雀ｷｬﾝﾊﾟｽ 13：00～17：00 
 ８月 ８日（金） 第１回市内24RC連絡協議会会長・幹事会 
  ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙH 17：30受付 18：00～ 
 ８月 ９日（土） クラブ米山奨学委員長会議 

◆クラブ内行事  

 ７月３１日（木） 休会 

 ８月 ７日（木） ８月度定例理事役員会 

 ８月１４日（木） 休会 

次回例会 ７月２４日（木） 

創立２５周年記念例会 

      初代幹事 末永  寛会員 

BOXへ 田中  守、吉田  修 

【ｲﾝﾀｰｱｸﾄ箱】小計  2,000円  今年度累計  8,000円 
目標額 400,000円 達成 2％ 

【ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ箱】小計    0円   今年度累計  1,000円 
目標額 40,000円 達成 3％ 

【米山奨学会箱】小計 11,000円 今年度累計 51,000円 
目標額 600,000円 達成 9％ 

 

万殿 慎二 

・西京署での胴の贈呈式に参加の皆様 

 ご苦労様でした。 

内山 正元 ・ブラジルの大敗には驚きました！ 

 

千田  適 

・暑い日が続きます。 

 お体大切に 

 

谷口 泰義 

・あきらめも、よいとおもうが 

 あまえるな 自分自身のツイッター 

BOXへ 稲掛 英男、吉田  修、田中  守 

BOXへ 田中  守、千田 適 

 

安田  勝 

・吉田さん電話ありがとうございまし

 た。 

 

上原 従正 

・今年度地区補助金５，０００ドル 

 交付受けました。 

 

森  正廣 

・小学校の同窓生が突然死しました。 

 救急ヘリも間に合わず。 

【ﾛｰﾀﾘｰ財団箱】小計 13,000円 今年度累計 57,000円 
目標額 550,800円 達成 10％ 

 

万殿 慎二 

・久しぶりに子供が帰って来て、家族

 がそろいました。 

 

吉田  修 

・ギさん久しぶりです。 

 お元気な姿を見て安心しました。 

【ニコニコ箱】小計 17,000円 今年度累計   81,000円 
目標額 1,300,000円 達成 6％ 

千田  適 ・やっと表敬訪問が終りました。 

 

藤井文治郎 

・ニコニコ箱をよろしくお願い申し上

 げます。 

児嶋 雄二 ・宮本会長、よくいらっしゃいました。 

BOXへ 田中  守、稲掛 英男、岸上 幸 

 

吉田  修 

・表敬訪問に来会された皆様 

 ごきげんよう。 

森  正廣 ・台風８号はいづこへ。 

 

末永  寛 

・桂少年剣道クラブへの胴の寄贈 

 ありがとうございました。 

 

万殿 慎二 

・賛西会の会長、幹事の皆様 

 ようこそいらっしゃいました。 

  

 ポリオ撲滅活動協賛 

第69回京都市内24RC懇親チャリティーゴルフ大会 
 

 京都市内２４RC懇親ゴルフ大会が下記の通り開催されま

す。今年度は京都洛北RCのお世話で、１０月２日～５日に

開催される「日本女子オープンゴルフ選手権競技」終了直

後のコースを設定されています。多数のご参加お願いいた

します。 

記 
 

開催日時 １０月１１日（土） 

 午前８：００～最終ｽﾀｰﾄ９：３０頃 

開催会場  琵琶湖カントリー倶楽部 

 参 加  費  １０，０００円 

8/27（水）〆切 

会員誕生日お祝い   

  ６日 德田正彦会員     １３日  内田勝彦会員 
 

会員夫人誕生日お祝い 

  ４日 上原従正会員夫人 栄子様 

 １９日 山田芳弘会員夫人 眞沙子様 

 ２３日 末永 寛会員夫人 千津子 

 ２６日 森 正廣会員夫人 美代子様       
 

結婚記念日お祝い 

   ２５日 王  杲会員 
 

創業記念日お祝い 

    １日 山田芳弘会員  山田紙業㈱ 

   ２０日 瀬田保二会員 ㈱賛交社 

７月おめでとうございます 



安田  勝 出席委員長 

千田  適 

中川 俊夫 副会長（会員増強委員長兼任） (役員) 

会 長（ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

S.A.A. 

会 計 

幹 事 

ソング委員長 

クラブ管理･運営委員長 

親睦委員長 
プログラム委員長 

ニコニコ委員長 

(役員) 

(役員) 

(役員) 

(理事) 

(理事) 出射 靖生 

吉田  修 

藤井文治郎 

児嶋 雄二 

瀬田 保二 

上山 泰弘 

内田 勝彦 

万殿 慎二 

内山 正元 直前会長 (役員) 

稲掛 英男 会長ｴﾚｸﾄ（ｸﾗﾌﾞ副研修ﾘｰﾀﾞｰ兼任） (役員) 

末永  寛 奉仕プロジェクト委員長 (理事) 

髙橋 英明 (理事) 

山本 拓生 

松尾 義平 

上原 従正 

職業奉仕委員長 

新世代委員長 

国際奉仕委員長 

社会奉仕委員長 (理事) 

(理事) 

(理事) 

田中   守 ﾛｰﾀﾘｰ財団･米山委員長 

一口 茂樹 広 報 委 員 長 (理事) 

(理事) 

森  正廣 

太田 勝彦 

髙橋 英明 

鎌野 孝和 

山本 拓生 

副幹事 

副会計 

副S.A.A. 

副S.A.A.（記録） 

副幹事 

千田  適 戦 略 計 画 委 員 長 

「納涼例会」 
【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 
＊ビジター受付はありません 

18：00～ 

18：30～ 

京都西山 

京都さくら 

京都南 

京都北 

京都洛北 

京都洛東 

京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ  8：00～ 

７月２４日 

（木） 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【ｾﾝﾁｭﾘｰＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【らんざん】 

【ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾘﾝｽH】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

＜納涼例会の為、例会変更＞ 

＊ビジター受付はありません 

「日本・スイス国交樹立150周年を記念して、 

そして東日本の復興と新しい出発のために」 

～会員懇親会～ 

「就任挨拶」 

第２回アッセンブリー「本年度活動方針」 

祝日休会 

 祝日休会 

「１０００回記念例会」例会日時変更 

新会員スピーチ 

～夏の家族親睦会～ 

㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾐｯｸｽ代表取締役 勝見 博光様 

 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

 

 

スイス・ロマンド弦楽四重奏団 

祝日休会 

「海の日に因んで」 

「クラブデー」 

納涼同伴夜間例会の為、例会臨時変更 

「ﾊﾜｲｱﾝ音楽とﾌﾗﾀﾞﾝｽ」 

「日本の色」 染織家 吉岡 幸雄様 

西村 裕行会員  岸 好洋会員  情野 剛会員 

「ＩＲ（統合型ﾘｿﾞｰﾄ）の現状と法制化の展望について」 

祝日休会  

「ガバナー公式訪問所感」 

「世界の中の京都 香港からの提言」 

各委員会委員長 

ヨット同好会 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

京都学園大学 経済学部 客員教授 中川 雅博様 

 

各委員長より説明 

2014-15年度青少年交換派遣学生  

青木磋千様、大山勝康様、出野真菜様 

＊ビジター受付は平常通り行われます 

理事・役員 

【ｳｴｽﾃｨﾝ都Ｈ】 

【ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ京都】 

【ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ 

Ｈ京都】 

【ブライトンＨ】 

【京都ｴﾐﾅｰｽ】 

京都東 

京都伏見 

京都洛西 

京都紫竹 

京都乙訓 

７月１８日 

（金） 

【ブライトンＨ】 

【ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙＨ】 

【京都Ｈｵｰｸﾗ】 

【ﾊﾟﾚｽｻｲﾄﾞＨ】 18：30～ 

京都西 

京都紫野 

京都中 

京都平安 

７月２１日 

（月） 

京都東山 

京都西南 

京都洛中 

京都洛南 

７月２２日 

（火） 

京都嵯峨野 

京都朱雀 

京都 

京都西北 

京都北東 

７月２３日 

（水） 

「アメリカ銃社会の実態」                   大阪大学非常勤講師 アダム キャッド様 
「ﾛｰﾀﾘｰ国際親善大使として得たもの～人と人との絆とおもてなしの心～」国際親善奨学生 宮坂真依子様 

RI第2650地区ガバナー 北河原 公敬様 

「青少年交換派遣学生として」 

ﾊﾟﾌﾞﾀﾞﾝｹ 野口 徳治様 ｺﾃｨｰｴﾚｶﾞﾝﾄﾌﾗｽﾀｼﾞｵ主宰 小寺 幸枝様 

第１回クラブ協議会「年間計画について」 

休会 

◆ 京都市内２３ＲＣおよび京都乙訓・京都西山ＲＣ次週のスピーチ ◆ 

2014～2015年度  役員・理事・委員会構成 

友好ｸﾗﾌﾞ委員長 林  良訓 

森  正廣 創立25周年実行委員長 


